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へい じょうきょう へい じょうきゅう

平城京と平城富

平城京 (710-784)は、現在の奈良市と大和郡山市にまたがる古代都市です。

唐 (中国)の長安城を手本に、大小の道路で、碁盤目状に区画しました。

平城宮は都の中央北端にあり、

羅城門から約75メ ートル幅 (26車線相当)の朱雀大路が通じ、

柳や愧 (えんじゅ)が街路樹でした。

人口は20万人、10万人説などがあり

6,500人ほどが平城宮につとめた官人だったといぃます。

当時の総人口が推定600万人、現在の二十分の一ですから平城京は巨大都市でした。

平城京の調査は奈良時代の歴史を知る上に欠かすことができません。

The Nara Capital and Palace

Thc Nara caPital(710-784)Ivas an ancicnt metrOPOliS

SPanning thc arcas ofthc rnOdcrn citics ofNara and Korlyama.

Dcsigncd aFtcr thc Tang Chinese caPital oF Chang'an,

it、、唸s bult with brOad and narrOw strcets forining a gid.

With thc Nara palacc at thc ccntcr ofits nOrthcrn end,the caPital Was travcrscd

aon thc R菊 5mon gatc to tl■C SOuth by Suzaku bOulcvard,

75 mctcぉ (cquivalcnt t0 26 car lancs)widc and ttncd with willow and Pagoda trccs.

Thc POpulatiOn is cstimatcd at bewecn loo,000 to 200,000,

and aslnany as 6,500 burcaucrats arc hcld to havc wOrked at thc Nara Palacc

As thc tOtal pOpulatiOn OfJaPan at thc tirnc is cstirnated at around 6=nlhOn,

or onc一飩cntieth ofits mOdcrn lcvcL

thc Nara capital、 vas truly a grcat rnetropOIs in its daン t

Thc invcstigation ofthc Nara caPital site is indispcnsablc

FOr knOwing thc histOry ofthc Nara pcriod as a whOle.

特別史跡 平城富跡
The Nara Palace Site,a National Histonc MOnument
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朱雀大路
Suzaku Avenue

朱雀門
Suzaku Gate

壬生門
Mibu Gate

兵部省
Ministry of MI hary Affairs

O式著階
卜謝inistry Of Personnet Affars

O第一次朝堂院
Former Hals of State Con∩ pound

O第一次央通融
Formerimpenal Audience Ha‖

o央罷懇
OTice ofimperial Foodsturs

第二次朝堂院
Latter Hals of State Compound

大嘗宮
Great Thanksgiving Service Ha‖

第二次大極殿
Latterimperial Audience Ha‖

内裏
Impenal Dom cile

宮内省
Ministry of the imperial Household

遺構展示館
Excavation Site Exhibition Ha‖

平城宮跡資料館
Nara Palace S‖ e Museum
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表 紙 :山田寺金堂 軒先復原

山田寺の金堂には屋根に葺かれた瓦のほか、

屋根を支える垂木の先端にも瓦が取り付けられて

いました。これは出土した垂木先瓦をもとに当初の

色彩を復原したものです。中央部には垂木に固定

する釘をかくすよう、金色のフタをしていました。

往時の金堂の華麗さをうかがうことができま現

Cover:Reconstruction of the Eaves
the h/1ain Ha‖ ,Yamadadera

ln additiOn to thc tilcs uscd for thc rOOf Of thc

Main Hall at Wttmadadcra tcmplc,tilcs wctc alsO

attachcd to thc cnds Of thc raftcrs、 vhich supportcd

it.This rccOnstruction is madc with raFtcr_cnd tilcs

rccovcrcd frOlll thc cxca■ration and rcstOrcd to thclf

original co10rs.G01d caps、 vcrc attachcd to thc tilcs'

ccntcrs to hidc thc nals flxing cach Onc tO its raftci

Thc rccOnstruction givcs a scnsc of thc Main Hall`

original sPlcndOf.
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